
商品画像

品名 薄力米粉Ｒ 薄力米粉Ｒ　№002 薄力米粉Ｒ　№003

内容量 20㎏ 20kg 20㎏

入数 1 1 1

商品案内
国産うるち米使用の細かく仕上げた米粉で
す。小麦粉の代わりとして料理・菓子作り等
にご利用いただけます。

国産うるち米使用。薄力米粉Ｒより少し粗め
に仕上げた米粉です。料理・菓子作り等にご
利用いただけます。

国産うるち米使用。Ｒ№002よりさらに粗めに
仕上げた米粉です。サクサクした食感のス
ナック菓子等に最適です。

商品画像

品名 薄力米粉ＹＨ お餅の粉V3№01 薄力米粉麺用（M)V3

内容量 20kg 20kg 20kg

入数 1 1 1

商品案内
山形県産はえぬきを使用して、薄力米粉Ｒよ
りさらに細かく仕上げました。スポンジ生地に
適した米粉です。

国産もち米を使用。もちもちの食感が手軽に楽しめるお餅の
粉です。小麦粉に足すことで料理・菓子作り等に幅広くご利
用いただけます。

厳選材料をこだわりの製法で仕上げました。
麺作りに最適な米粉です。

薄力米粉V3 薄力米粉ＲＴ

波里　お米の粉

20㎏ 20kg

1 1

国産うるち米使用。薄力米粉Ｒよりさらに
細かく仕上げました。シフォンケーキ等の
スポンジ生地に最適です。

栃木県産うるち米使用の細かく仕上げた
米粉。小麦粉の代わりとして料理・菓子作
り等にご利用いただけます。

20kg

強力米粉

国産米粉に小麦グルテンくをブレンド。小麦粉の代わりと
してパン・ピザ生地作り等にご利用いただけます。
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商品画像

品名 ソフト上新粉 (種類/一般・粗め） 日の光上新粉（種類/一般・コシヒカリ） 特選上新粉

内容量 20㎏ 20kg 20kg

入数 1 1 1

商品案内
国産うるち米100％使用。食感口当たりの良
い逸品に仕上がるソフトタイプの上新粉で
す。

国産のこだわりの原料を独自の製法で仕上
げたきめの細かい上新粉です。

厳選したうるち米を使用し、仕上げた特選上
新粉です。高級志向の商品向けに最適です。

商品画像

品名 上新粉（種類/一般・国産） 上新粉黒（種類/R・V・あられ用）

内容量 10kg 20kg（Rのみ：20kg・22kg）

入数 1 1

商品案内 小口対応可能な10kg入りです。

Ｒ:粘りのあるもっちりとした食感に仕上がります。
V:粒子が細かく歯切れの良い滑らかな食感に仕上がります。
あられ用:米から作ったようなコシのある食感に仕上がりま
す。

風味豊かでコシ、ツヤのある仕上がりが特
徴の上新粉です。

独自の製法で仕上げた、きめの細かい上
新粉です。上用饅頭に最適です。

波里　上新粉

藤　上新粉 上用粉

20㎏ 20㎏

1 1



商品画像

品名 大福粉 特選餅粉 羽二重粉

内容量 22㎏ 20kg 20kg

入数 1 1 1

商品案内
しっとりした口あたりに仕上がる大福専用粉
です。

原料、加工、製造方法に特徴を持たせた餅粉
です。高級志向の商品に最適です。

羽二重餅、求肥餅など、きめの細かい商品に
適した餅粉です。やわらかな口あたりに仕上
がります。

商品画像

品名 餅粉（種類/Ｈ(ハード)・M(ミドル)・ S(ソフト)） 餅粉白

内容量 20kg 20kg

入数 1 1

商品案内

H:コシがあり機械適性の良いもち粉です。
M:少し粗めで風味が出せます。
S:コシと風味があり粒子の細かいもち粉で
す。

こだわりの製法で仕上げた、あらゆる製品に
適した汎用性の高いもち粉です。

R:コシと粘りがあり機械適性の良いもち粉です。
V:ソフトな仕上がりで、作業性の良いもち粉です。
RV:もち粉製品全般に適しています。

つきたて感覚の餅に仕上がる定番の餅粉
です。

波里　もち粉

藤　餅粉（種類/R・V・RV） うさぎ印餅粉（種類/一般・国産入り）

20㎏ 20㎏

1 1



商品画像

品名 黒洗い胡麻M 黒洗い胡麻M 白洗い胡麻

内容量 20㎏ 1kg 20kg

入数 1 12 1

商品案内
粒揃いの胡麻を厳選使用。選別、洗浄、乾
燥させた黒胡麻です。

少量タイプで使用しやすい黒洗い胡麻です。
粒揃いの胡麻を厳選使用。選別、洗浄、乾燥
させた白胡麻です。

商品画像

品名 金洗い胡麻 むき洗い胡麻 むき洗い胡麻

内容量 1kg 20kg 1kg

入数 12 1 12

商品案内 少量タイプで使用しやすい金洗い胡麻です。
粒揃いの胡麻を厳選し、皮をむいて仕上げた
洗い胡麻です。

少量タイプで使いやすいむき洗い胡麻です。

商品画像

品名 黒煎り胡麻Ｍ 黒煎り胡麻（EG袋） 黒煎り胡麻　強

内容量 1kg 15kg 15kg

入数 10 1 1

商品案内 少量タイプで使用しやすい黒煎り胡麻です。
開封作業性がよく異物混入を防げるＥＧ袋仕
様の黒煎り胡麻です。

通常黒煎り胡麻よりも強めに焙煎した黒煎り
胡麻です。

少量タイプで使用しやすい白洗い胡麻で
す。

白、黒胡麻に比べ5％脂質が多く香り強い
金洗い胡麻です。

波里　胡麻

白洗い胡麻 金洗い胡麻

1kg 20㎏

12 1

20kg 15kg

1 1

皮むき洗い胡麻Ｗ 黒煎り胡麻Ｍ

選別をより強化したむき洗い胡麻です。 独自製法で焙煎した、香り高い黒煎り胡麻です。

1 1

通常黒煎り胡麻より浅めに焙煎した黒煎り
胡麻です。

独自製法で焙煎した、香り高い白煎り胡麻です。

黒半煎り胡麻　M 白煎り胡麻

15kg 15kg



商品画像

品名 白煎り胡麻 白煎り胡麻（EG袋） 白煎り胡麻SA

内容量 1kg 15kg 15kg

入数 10 1 1

商品案内 少量タイプで使用しやすい白煎り胡麻です。
開封作業性がよく異物混入を防げるＥＧ袋仕
様の白煎り胡麻です。

通常白煎り胡麻よりも強めに焙煎し香ばしく
仕上げた白煎り胡麻です。

商品画像

品名 金煎り胡麻 金煎り胡麻 むき煎り胡麻

内容量 15kg 1kg 15kg

入数 1 10 1

商品案内
白、黒胡麻より香り高い金胡麻を香ばしく焙
煎しました。

少量タイプで使用しやすい金煎り胡麻です。 皮むき胡麻を焙煎して仕上げた商品です。

商品画像

品名 細挽き黒すり胡麻 白すり胡麻 白すり胡麻

内容量 15kg 15kg 1kg

入数 1 1 10

商品案内
通常より粒子を細かくすり風味良く仕上げま
した。

独自製法で丹念にすり上げた香り豊かな白
すり胡麻です。

少量タイプで使用しやすい白すり胡麻です。

大粒の胡麻を使用し焙煎した白煎り胡麻
です。

通常白煎り胡麻より浅めに焙煎し、ソフト
に仕上げた白煎り胡麻です。

波里　胡麻

白煎り胡麻GA 白煎り胡麻　弱煎り

15kg 15kg

1 1

15kg 1kg

1 10

黒すり胡麻 黒すり胡麻

独自製法で丹念にすり上げた香り豊かな
黒すり胡麻です。

少量タイプで使用しやすい黒すり胡麻です。

1 1

黒煎り胡麻を包丁で刻んだような粗目の
食感が特徴です。

白煎り胡麻を包丁で刻んだような粗目の
食感が特徴です。

黒切り胡麻 白切り胡麻

15kg 15kg



商品画像

品名 胡麻塩　ミニパック

内容量 2g

入数 2,500袋

商品案内
ミニパックタイプの胡麻塩です。お赤飯など
の添付としてお使い頂けます。

波里　胡麻



商品画像

品名 黒胡麻ペーストＭ 黒胡麻ペーストＭ 黒胡麻ペーストＭ

内容量 8kg 1kg 15kg缶

入数 1 8 1

商品案内
黒胡麻100％使用した無添加、無着色のペー
ストです。

黒胡麻100％使用した無添加、無着色のペー
ストです。

黒胡麻100％使用した無添加、無着色のペー
ストです。

商品画像

品名 ミクロペースト（黒胡麻）Ｍ スーパーミクロペースト（黒胡麻）Ｍ 白胡麻ペースト

内容量 1kg 8kg 8kg

入数 8 1 1

商品案内
特許製法により滑らかに仕上げたペーストで
す。

黒胡麻ミクロペーストを更に滑らかに仕上げ
たペーストです。

白胡麻100％使用した無添加、無着色のペー
ストです。

商品画像

品名 ミクロペースト（白胡麻） ミクロペースト（白胡麻） スーパーミクロペースト（白胡麻）

内容量 8kg 1kg 8kg

入数 1 8 1

商品案内
特許製法により滑らかに仕上げたペーストで
す。

特許製法により滑らかに仕上げたペーストで
す。

白胡麻ミクロペーストを更に滑らかに仕上げ
たペーストです。

粒子を更に細かくした、口溶けの良い黒胡
麻ペーストです。

特許製法により滑らかに仕上げたペースト
です。

波里　胡麻ペースト

細挽き黒胡麻ペーストＭ ミクロペースト（黒胡麻）Ｍ

1kg 8kg

8 1

1kg 15kg缶

8 1

白胡麻ペースト 白胡麻ペースト

白胡麻100％使用した無添加、無着色の
ペーストです。

白胡麻100％使用した無添加、無着色のペーストです。

8

金胡麻100％使用した無添加、無着色の
ペーストです。

金胡麻ペースト

1kg



商品画像

品名 ねりごま黒 ねりごま白

内容量 1kg 1kg

入数 6 6

商品案内
使いやすい少量スタンドパック入りの黒ごま
ミクロペーストです。

使いやすい少量スタンドパック入りの白ごまミ
クロペーストです。

波里　胡麻ペースト



商品画像

品名 きな粉　№5（国産） きな粉　№5（国産） きな粉　№55（北海道産）

内容量 20kg 1kg 20kg

入数 1 10 1

商品案内
香り良く仕上げた国産大豆のきな粉です。関
東風のおはぎや草餅などに最適です。

香り良く仕上げた国産大豆のきな粉です。関
東風のおはぎや草餅などに最適です。

香り良く仕上げた北海道産大豆のきな粉で
す。関東風のおはぎや草餅などに最適です。

商品画像

品名 きな粉　№35（中国産） こがしきな粉　№12（国産） こがしきな粉　№12（国産）

内容量 1kg 20kg 1kg

入数 10 1 10

商品案内
香り良く仕上げたきな粉です。関東風のおは
ぎや草餅などに最適です。

一般用よりやや濃い色目に仕上げた国産大
豆のきな粉です。わらび餅などの京菓子に最
適です。

一般用よりやや濃い色目に仕上げた国産大
豆のきな粉です。わらび餅などの京菓子に最
適です。

商品画像

品名 皮なしこがしきな粉№11（国産） 皮なしこがしきな粉№11（国産） 皮なしこがしきな粉№31（中国産）

内容量 20kg 1kg 20kg

入数 1 10 1

商品案内
皮をむいた国産大豆を使用し口溶け良いこ
がしきな粉に仕上げました。

皮をむいた国産大豆を使用し口溶け良いこが
しきな粉に仕上げました。

皮をむいた大豆を使用し口溶け良いこがしき
な粉に仕上げました。

一般用よりやや濃い色目に仕上げたきな
粉です。わらび餅などの京菓子に最適で
す。

一般用よりやや濃い色目に仕上げたきな粉です。わらび
餅などの京菓子に最適です。

10 1

皮をむいた大豆を使用し口溶け良いこがし
きな粉に仕上げました。

焙煎を強く仕上げた国産大豆の京風きな粉です。関西
安倍川餅、求肥等にご使用ください。

皮なしこがしきな粉№31（中国産） 黒須きな粉　№4（国産）

1kg 20kg

20kg 1kg

1 10

こがしきな粉　№32（中国産） こがしきな粉　№32（中国産）

香り良く仕上げた北海道産大豆のきな粉
です。関東風のおはぎや草餅などに最適
です。

香り良く仕上げたきな粉です。関東風のお
はぎや草餅などに最適です。

波里　きな粉

きな粉　№55（北海道産） きな粉　№35（中国産）

1kg 20kg

10 1



商品画像

品名 黒須きな粉　№4（国産） 黒須きな粉　№34（中国産） 黒須きな粉　№34（中国産）

内容量 1kg 20kg 1kg

入数 10 1 10

商品案内
焙煎を強く仕上げた国産大豆の京風きな粉
です。関西安倍川餅、求肥等にご使用くださ
い。

焙煎を強く仕上げた京風きな粉です。関西安
倍川餅、求肥等にご使用ください。

焙煎を強く仕上げた京風きな粉です。関西安
倍川餅、求肥等にご使用ください。

商品画像

品名 天然うぐいすきな粉 天然うぐいすきな粉 着色うぐいすきな粉

内容量 20kg 1kg 20kg

入数 1 10 1

商品案内
厳選した青大豆を使用した個性的なきな粉で
す。うぐいす餅やおはぎにご使用ください。

厳選した青大豆を使用した個性的なきな粉で
す。うぐいす餅やおはぎにご使用ください。

厳選した青大豆を使用し緑色をより鮮やかに
仕上げた着色タイプです。

商品画像

品名 ミニパックきな粉（砂糖入り） ミニパックきな粉（砂糖入り） ミニパックきな粉（砂糖入り）

内容量 5g 10g 15g

入数 1,500 1,200 600

商品案内
手軽にご利用いただける使い切りタイプのミ
ニパックきな粉です。

手軽にご利用いただける使い切りタイプのミ
ニパックきな粉です。

手軽にご利用いただける使い切りタイプのミ
ニパックきな粉です。

厳選した青大豆を使用し緑色をより鮮やか
に仕上げた着色タイプです。

通常より泣き（濡れた状態）が起こりにくい様に改善した
微粉タイプのきな粉です。

600 1,200

手軽にご利用いただける使い切りタイプの
ミニパックきな粉です。

手軽にご利用いただける使い切りタイプのミニパックきな
粉です。

ミニパックきな粉（砂糖入り） ミニパックきな粉（砂糖なし）

20g 5g

1kg 1kg

10 10

着色うぐいすきな粉 おはぎ用きな粉

厳選した黒大豆をまるごと使用し香り良く
仕上げたきな粉です。

厳選した黒大豆をまるごと使用し香り良く
仕上げたきな粉です。

波里　きな粉

黒豆きな粉（国産/中国産） 黒豆きな粉（国産/中国産）

20kg 1kg

1 10



商品画像

品名 ミニパックきな粉（砂糖なし） ミニパックきな粉（砂糖なし）

内容量 10g 15g

入数 800 600

商品案内
手軽にご利用いただける使い切りタイプのミ
ニパックきな粉です。

手軽にご利用いただける使い切りタイプのミ
ニパックきな粉です。

波里　きな粉



商品画像

品名 焙煎大豆ペースト 焙煎大豆ペースト

内容量 8kg 1kg

入数 1 8

商品案内
きな粉の風味を残し特殊製法で滑らかな
ペースト状にしました。

きな粉の風味を残し特殊製法で滑らかなペー
スト状にしました。

波里　大豆ペースト



商品画像

品名 玄米粉 コシヒカリ玄米粉 焙煎玄米粉

内容量 20kg 20kg 20kg

入数 1 1 1

商品案内
ビタミン、タンパク質、食物繊維を豊富に含ん
だ国産玄米を焙煎粉砕しました。

厳選した国産コシヒカリを使用し風味も香ばし
く際立たせる粉です。

新規需要米を使用した玄米粉です。

商品画像

品名 焼味甚粉 白鳥上焼味甚粉 白玉粉

内容量 13kg 15kg 4kg

入数 1 1 4

商品案内 もち米を蒸して餅にし、焼いて粉砕しました。 もち米を蒸して餅にし、焼いて粉砕しました。
もち米を丹念に水挽きして仕上げた白玉粉で
す。

商品画像

品名 片栗粉

内容量 1kg

入数 10

商品案内
揚げ物をサクッと軽い食感に仕上げます。
とろみづけにもお使いいただけます。

少量タイプで使用しやすい白玉粉です。
北海道産馬鈴薯澱粉使用。揚げ物をサクサクに、なめら
かなとろみづけにも使えます。

1kg 1kg

10 15

白玉粉 片栗粉（国産）

新規需要米を使用した玄米粉です。
国内産大麦（裸麦）を丁寧に焙煎粉砕しま
した。落雁、大福、クッキー等に最適です。

波里　その他粉各種

焙煎玄米粉 麦こがし

1kg 18kg

10 1


